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省力技術！
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●鉄コーティング種子はカルパーコーティング種子と異なり、播種時に泥に埋まってしまうと発芽率が著しく低下します。
　そのため、鉄コーティング直播では種子を土の表面に播種する必要があります。
●カルパー種子専用直播機（NPシリーズT型、PZVシリーズＴL型）は、鉄コーティング用部品を装着して鉄コーティング播
種作業を行います。

●NPシリーズ鉄コーティング専用型式（TS型）は、以下の変更を行わず鉄コーティング播種作業ができます。

高精度湛水直播機　鉄コーティング仕様変更について

・ 多目的田植え機湛水直播ユニットを機体後方から見ると、1つのフロートに対し播種部2条と側条施肥部2条で
1つのユニットを形成しています（図1）。

　※側条施肥装置非装着型式の場合は、播種部のみになります。

・ 各フロート下面に装着されている播種作溝・覆土装置を取り外し、取り外した部分には必ず鉄コーティング部
品※を装着してください（図2、図3）。
　側条施肥作溝・覆土装置は取り外さないでください。
　※NPシリーズ高精度湛水直播機（Ｔ型）は、付属の鉄コーティング部品を装着してください。
　※PZVシリーズ高精度湛水直播機は、オプションの鉄コーティング部品を装着してください。
　※PGVシリーズ以前の湛水直播機は、鉄コーティング直播には対応しておりません。

省力稲作ブック　鉄コーティング 直播栽培 編（第1版）
発行・制作／井関農機株式会社　営業本部　夢ある農業ソリューション推進部

井関農機株式会社
〒116-8541  東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

担当者2015.01.ME02

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

http://www.iseki.co.jp

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

図１

播種作溝・覆土装置
は取り外す

播種作溝・覆土装置を取り外し、
鉄コーティング部品を装着する

側条施肥作溝・覆土装置
は取り外さない

側条施肥作溝・覆土装置は取り外さない図２ 図３

※多目的田植え機播種ユニットをフロート下から見た状態（写真はPZV80HDTLF）

変
更
後
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　鉄コーティング直播栽培は、通常の移植栽培と比
較して育苗作業が不要になります。
　農作業が集中する春の労力と育苗関連設備を削
減できることから、省力的な栽培技術として注目され
ています。

　高温状態では根域の深さが深
くなるほど乳白・背白粒の減少が
認められています。
　作土深15～20cmを目標に深
耕を行いましょう。

　稲わらなど前作の残渣有機物を鋤き込まずに湛水状態にすると、有機酸や硫化水素などガスが湧き、稲は根を傷めます。
これは、未分解の有機物が分解される際に微生物が酸素を利用し、土壌が異常還元を起こすためです。
　この有機酸や硫化水素は、直播栽培において出芽を抑制する原因となります。そのため、秋もしくは春に耕耘や土壌改良
材散布を行い、有機物の分解を促進させることが重要になります。

❶ 入水・排水の自由が利くこと（強湿田は避ける）
❷ 可能な限り雑草が少ない圃場を選ぶこと
　 特に雑草イネの発生している圃場は絶対に避ける！
❸ 耕作放棄地の再生圃場など、水持ちが悪く圃場均平がとりづらい圃場は避けること

　直播栽培の稲は、慣行の移植栽培と同じタイミン
グで作付けすると、収穫時期が移植栽培より10日ほ
ど遅れます。
　生育のズレを利用して、直播栽培と移植栽培を
組み合わせることで、作期の分散を図ることができ
ます。

鉄コーティングカルパーコーティング

鉄コーティング直播栽培とは鉄コーティング直播栽培とは
１. 土作り１. 土作り

直播なら育苗作業が不要その1

直播向きの圃場選びその1

作土層の拡大
作土層を拡大すると白未熟米が減少し、品質向上！

その3

稲わらなど前作残渣有機物の分解促進その2

　鉄コーティング直播栽培は、播種から苗立ち完了まで高度な水管理が必要です。
特に重要な圃場の均平は代掻きでも行えますが、レーザーレベラを用いた均平作業
をオススメします。圃場の均平が悪いと、稲の生育が揃わず、雑草も発生しやすくなる
ので注意しましょう。

レーザーレベラで均平を保持その4

鳥害や病害に強い鉄コーティングその2

移植と組み合わせて作期分散その3

■移植栽培稲の生育ステージ（イメージ）

最高分げつ田植 出穂 収穫

■直播栽培稲の生育ステージ（イメージ）

最高分げつ播種 苗立 出穂 収穫

鉄コーティング種子

データ提供 ： 茨城農業総合センター
 スガノ農機株式会社 プラソイラやプラウによる作土層拡大

10aあたり4,000円※の
  生産コスト削減につながります！

※井関農機独自試算（10aあたりの生産費）

慣行移植栽培（60株/坪植）と比較して、
は鉄コーティング直播栽培

❶ スズメによる食害の減少
❷ 重量増加により、種子流れの防止
❸ コーティング処理による種子伝染病の抑制

レーザーレベラの例（スガノ農機）
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　鉄コーティング直播は、移植栽培より高精度な均平が要
求されます。ポイントは、長いドライブハロー（3m以上）を用
いて、滞水部ができないよう丁寧な代掻きを行うことです。
　ただし、同じ場所を何回も代掻きすると、代の掻きすぎ
となりますので注意しましょう。
　稲わらや麦稈が残っている場合は、播種精度を落とす
原因となるため、水を少なめにしてそれらを埋没させるよ
うに代掻きを行いましょう。
　播種時の土壌硬度は、圃場内に足を踏み入れて足跡が
なくならない程度です。軟らかすぎると播種深度が必要以
上に深くなり、作溝もできません。

軟らかすぎる圃場

３. 播　種３. 播　種

高精度な代掻きが大切その1

発芽率の調査その2

■発芽率
　種子全体の中で、芽を出す種子の割合。

※発芽率が低下する要因
　・前年種子の使用
　・塩水選による種子選別が不適切
　・鉄コーティング時の発熱による死滅　

■苗立ち率
　播種した種 のうち、生存個体の割合

※苗立ち率が低下する要因
　・滞水部での還元状態による発芽不良
　・鳥害や病害

発芽率と苗立ち率

　一般に種籾は吸水後、発芽準備期を経て発芽します。直播栽培で浸種を行
う目的は、種子を発芽準備期に移行させ、播種後の発芽を揃え、初期生育を
促進することにあります。
　従来のカルパーコーティングでは、発芽準備期を完了した「催芽種子」を用
いますが、鉄コーティングでは発芽準備期の状態にある「活性化種子」を用い
ます。このため、鉄コーティング種子は長期保存が可能です。
　活性化処理を行うための浸種方法は、水温15～20℃で3～4日、水温積算温
度（水温×日数）で40～60℃とします。　

※品種により若干の差があります。飼料用米品種は特に注意が必要です。

２. 種子の準備２. 種子の準備

浸種・活性化処理

適当な土壌硬度 硬すぎる圃場

200粒の鉄コーティング種子を準備1

水を十分に含ませたろ紙を、
シャーレ等の容器の上に敷き、種子を蒔く2

室温20℃程度で、直射日光の当たらない場所に
10日程度放置3

10日後に発芽した種子の数を数えて
発芽率を確認4

材料の準備

鉄コーティング種子製造

※鉄コーティング種子製造技術は、（独）農業・食品産業技術総合研究機構の特許技術です。種子製造を行う場合は、同機構に特許使用許諾を受ける必要
があります。
　コーティング種子を購入する場合は、JAまたは特許使用許諾を受けた販売者にご相談ください。

・ 活性化種子
・ 鉄粉（通常は種子１に対して鉄粉0.5）
・ 焼石膏（鉄粉の10％）
・ 仕上げの焼石膏（鉄粉の５％）またはシリカゲル（鉄粉の５％以下）
●鉄粉と焼石膏はあらかじめ混ぜておき、混合物を準備します。
●混合物は水分が入ると固まってしまうので、水分が入らないように注意してください。

コーティング作業
●コーティングマシンの回転盤の角度はカルパーコーティングに比べて若干大きく
（急に）します。
●よく水分をきり、湿った状態の種子を入れ、鉄粉と焼石膏の混合物を1/3程度入れま
す。水をスプレーし、混合物が種子の周りに付着したら、混合物を追加します。この作
業を繰り返します。

●混合物を全て投入し、表面が粉っぽくならない程度に水をスプレーした後、仕上げ用
の焼石膏またはシリカゲルを投入します。

乾 燥

１

２

●コーティング完了後、苗箱等の容器に薄く広げ、乾燥・酸化を促進させます。コーティ
ング種子は酸化発熱して乾燥するため、熱により種子が死滅してしまわないように、
容器は十分に 間をとれた状態で配置しましょう。

●一晩するとコーティングは乾き、茶色のまだら模様～薄い茶色になります。酸化が弱
く、コーティングの強度が不十分な時は、苗箱に入った種子に水をスプレーし、乾燥・
酸化を進めます。

３
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　鉄コーティング直播栽培は、移植栽培に比べて倒伏
しやすい栽培方法です。倒伏リスクを回避するため、
チッソの総量をコントロールします。

施肥について ■倒伏しやすい品種を用いる場合
　　→慣行移植栽培の80％程度に抑える
■倒伏に強い品種を用いる場合　
　　→慣行移植栽培と同程度でOK

鉄コーティングは従来のカルパーコーティングと異なり、被覆資材
に発芽を促進する能力がないため、種子が土中に潜ると発芽しづ
らくなります。必ず土壌表面に種子が乗っている状態「表面播種」
を行いましょう。

播種量の決め方その3

播種作業のポイントその4

点播の場合

■播種量の考え方

条播の場合

散播の場合

●１株あたりに必要な苗立ち本数は３～４本（田植の植付本数と同じ）です。
●仮に苗立ち率が50％の場合は、1株あたり８粒程度播種されるように機械を調整しましょう。

●１㎡あたりの目標苗立ち本数は100本程度です。
●仮に苗立ち率が50％の場合は、条間30cmで約70粒/mで播種されるように機械を
　調整しましょう。

●１㎡あたりの目標苗立ち本数は200本程度です。
●仮に苗立ち率が50％の場合は、400粒/m2で播種されるように機械を調整しましょう。

種子を一定の間隔で
一粒または数粒ずつまく方法

間隔をおいて
すじ状に種をまく方法

種子を一様にばらまく方法

※ 鉄コーティング種子の発芽率調査は播種作業前に必ず行いましょう。
※ 発芽率が90％を切るような場合は、播種量を増やす等の対策が必要になります。
※ 目標苗立ち本数は品種によって異なります。詳しくは、お住まいの地域、お作りの品種の栽培暦をご参照下さい。

　鉄コーティング直播の苗立ち率は50％程度です。目標苗立ち本数に応じた播種量を設定しましょう。

鉄コーティング種子の土中発芽テストの様子

土中
1mm区

表面
播種区

土中
5mm区

土中
10mm区

土中に種子が沈むと苗立ち率が極端に落ちる

播種に適した圃場状態

滞水部があり、播種に適さない圃場状態

基本❶

雑草の防除
基本❷

●Ｎ（チッソ）量

　鉄コーティング直播栽培の稲は、播種と同じ時期に移植した稲に比べると生育ステージが10日程度遅れます。穂肥は移
植栽培と同じタイミングで施用せず、稲の幼穂を観察するか、葉色計等を用いて葉色の低下を確認してから施肥します。
倒伏に弱い品種を栽培する場合は、慣行移植栽培より穂肥を控える必要があります。

●穂肥の施用

※地域や品種に応じたチッソ総量が基準となり
ます。

チッソ総量

直播栽培に移植栽培用の肥料
を用いる場合は、お近くのヰ
セキまでご相談ください。

●基本的に穂肥は必要ありません。ただ
し、移植栽培用の１発肥料を直播栽培
で使用した場合は、移植に比べて生育
が遅れ、穂肥不足になる可能性があり
ます。
●葉色が極端に落ちてしまう場合は、穂
肥の施用もしくは、肥効の長い120～
140日タイプの１発肥料の使用を検討
してください。

１発肥料を使う場合

　鉄コーティング直播栽培の稲が無事に
育つには、雑草との戦いに勝利する必要が
あります。
　雑草は稲よりも生育速度が速いため、除
草に失敗すると圃場が雑草に占拠されか
ねません。
　体系防除と除草タイミングを逃さない
ことが大切です。

30日前 18日前 10日前 出穂

葉色計を使い数値を
判断し施肥量を決める

2mm（幼穂）

第5節間伸長開始期

5～10mm（幼穂）

第5節間伸長終期
第4節間伸長期

100mm（幼穂）

下位節間長確定

第3節間伸長期

穂肥①

穂肥②

この位の稲姿に
なると幼穂が
出来始めます。

注目

■ 穂肥の施肥時期［例］

〈除草体系の例〉

 穂肥 のタイミングは品種や地域によって異なります。詳しくはお住まいの地域、お作りの
品種の「栽培暦」をご参照下さい。

ラウンドアップマックスロード
による耕起前の除草

　直播水稲では、播種と同時に播種同
時施用登録のある除草剤を散布し、入
水状態を最低５日間は維持すること。播
種同時の除草剤はプレキープ1キロ粒
剤、オサキニ1キロ粒剤がオススメです。

　圃場全体の稲の葉齢が1.0葉期にほ
ぼ達して、入水が完了したタイミング
を逃さず散布すること。稲1.0葉期に
施用登録のある初中期除草剤を必ず
施用してください。

　雑草発生が多い圃場では、生育中期
以降に雑草が繁茂する場合がありま
す。雑草の発生が認められたら、なる
べく早い段階で除草を行いましょう。

1 稲1.0 葉期に
初中期除草剤を施用

3

播種と同時に
初中期除草剤を施用

2 雑草が発生する度に除草4

ラウンドアップ
マックスロードなら

低コスト

200mm
（幼穂）

４. 鉄コーティング直播栽培の管理４. 鉄コーティング直播栽培の管理
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　鉄コーティング直播栽培は、播種から苗立ち完了までの高精度な水管理が重要です。
圃場を良く観察して、稲の発芽、生育に合わせて適切な水管理を行いましょう。

苗立ち完了までの管理
基本❸

●水管理の流れ

●中干しのポイント
　茎の数は多すぎても少なすぎても、収量や品質の低下の原因となります。
特に鉄コーティング直播栽培の稲は分げつが旺盛になるため、株の張らせす
ぎに注意が必要です。

適正な茎の数にする
基本❹

ワンポイント

湛水を実施

　鉄コーティング直播栽培の稲は、移植
栽培の稲よりも分げつ能力が高く、適切
な生育管理をしないと、分げつ過剰にな
り、倒伏を助長します。移植よりやや早
めの中干しを意識しましょう。

適正な茎の数にするため、
正しい中干しをしましょう!!

1
　乾燥した鉄コーティング種子に水を吸収
させるため、最低でも７日程度は湛水状態
を保持。

分げつの促進4
　苗立ち完了後は、移植栽培と同じ水管理
で分げつを促進させましょう。

※播種時の圃場が軟らかすぎる場合は、播種後2～3日入水をせず、地固めをする
と苗立ちが向上することがあります。

種子が発芽したら落水2
　芽に酸素を供給し根を土中深く伸長させ
るため、10日程度は落水状態を保持。

入水と除草剤散布3
　稲の葉が伸びて、葉齢が1.0（草丈５cm程
度）に達したら入水し、登録がある初中期除
草剤を散布。

土が乾燥しないように走水（フ
ラッシング）を適宜行い、土の水
分を保ちましょう。圃場の均平
が不十分で滞水部が発生した
場所は、稲が窒息して苗立ち不
良になってしまいます。

●代掻き後落水し、土壌表面に僅かに水がある状態で土壌
表面に播種と初中期除草剤を散布後即入水する。

●湛水状態は7日間維持する。

●湛水後自然減水により落水し、10日程度落水
状態を保ち、出芽と根の伸長を促進させる。

●落水期間中に乾燥するようなら、走水をして
水分維持に努める。

●イネが出芽し、1.0葉～1.5
葉に達したら入水し、必要に
応じ除草剤を散布する。

イネ1葉期頃の様子

入水時期の様子出芽期の様子播種時の様子

播　

種

出　

芽

苗
立
ち
完
了

3週間程度

中干し開始頃の稲株の様子 中干し終了頃の田んぼの様子

中干し開始は目標とする茎の数
の8割くらいになった頃！

干す期間は田んぼに軽くヒビが
入るくらいまで！
　大きなヒビを入れると、根っこを切ってし
まう恐れがあります。田んぼ表面に軽くヒビ
が入る程度で十分！

　圃場の条件や品種によって適正な本数は
異なります。
　目安として、坪50株の栽植密度なら、分げ
つが20本/株に達したころです。

少ない 適 正 多 い

中干しは正しく

※ 詳しくはお住まいの地域、お作りの品種の栽培暦
 　をご参照下さい。

❶ 収穫適期の見極めも、慣行栽培と同じです。
❷ 早期の落水は避け、収穫直前まで水を保ち、穂の８割～９割が黄色くなった頃が刈り取り適期です。

５. 収　穫５. 収　穫

※ 地域や品種によって若干ことなることがあります。
　 詳しくは、お住まいの地域、お作りの品種の栽培暦を
　 ご参照下さい。

ちょっと待って！
まだ早い

70% 80% 85% 90% ここが刈り取り適期

メーカー：住友化学株式会社

●３つの成分が有効に働き、ノビエ（3葉期）、一年生雑草、マツバイ、ホタル
イ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリなど広範な雑草に効果を示し
ます。

●SU抵抗性雑草（ホタルイ、コナギ）にも効果を示しますが、SU抵抗性の広
葉雑草（アゼナ、キカシグザなど）には効果が劣る場合があります。そのよ
うな場合は、有効な除草剤と組み合わせて使用してください。

●播種同時散布ができ、省力的です。
●落水しても残効があり、ある程度雑草を抑制します。

除草剤　オサキニ 1キロ粒剤施用量
1kg/10ａ

メーカー：石原バイオサイエンス株式会社

●2成分の効果により、ノビエ（1葉期）、一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズ
ガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロの除草に効果を示します。

●非SU系の２成分除草剤なので、SU抵抗性雑草（コナギ、アゼナ類、ホタル
イ）に対して優れた効果を発揮します。

●播種同時散布ができ、省力的です。
●散布後は７日間止水します。
●後処理剤と組み合わせることにより、雑草の取りこぼしの回避、残効切れ
による後発生を防ぐことができます。

除草剤　プレキープ 1キロ粒剤
施用量
1kg/10ａ

オススメの播種同時除草剤は

※ 一部品種でこの除草剤が効いてしまう場合があります。
　 4-HPPD型除草剤に感受性を示す品種には使用を控えてください。
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高精度湛水直播機 春作業の軽減・作期分散・規模拡大

「鉄コーティング対応安価型シンプル仕様」(TS型)
優れた汎用性 1台で複合作業が可能

田植機

鉄コーティング・
カルパーコーティング種子に対応(T型)

■高精度湛水直播機と鉄コーティング直播機の違い

硬軟センサー
覆土調節ダイヤル

仕様・装備

クイックヒッチ関係

点播・条播切替え

溝切り器

覆土装置

サッコウキ（直播用）

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

高精度湛水
直播機
（T型）

鉄コーティング専用
直播機
（TS型）

NEW

　不要な装備を取り外し、仕様・装備をシンプル化。表面播種
で栽培する鉄コーティング種子にのみ対応した、安価型直
播型式を設定しました。

●従来機同様、カルパーコーティング種子の播種はもちろん、一部部品
の取り外しにより鉄コーティング種子の播種作業を行うことができ
ます。

●鉄コーティング専用のシンプル・安価型式も設定しました。（TS型）

硬軟センサーで圃場の「硬い」・「軟らかい」を検出し、圃場
の硬さに応じて覆土板を自動的に制御します。

硬軟センサーの感度を調節でき
るダイヤルを新規搭載しており、
より高精度な覆土が可能です。

播種と同時に溝切り作業を
行うことができます。播種後
の水管理が楽になり、出芽、
苗立ちが安定します。

多目的ヒッチを搭載しているため、作業機の切替えを簡単に
行うことができます。1台4役で低コスト・省力化！
夢ある農業を応援します。

●鳥（スズメ）害を軽減
できる。
●長期保存が可能なた
め、農閑期にコーティ
ング作業が可能。
●表面播種のため品種
により倒伏しやすい。

高精度な植付部で、密植～疎植ま
でキレイな植付けを実現。

水田溝切機
土に酸素を取り入れ、ガス抜き効果が生まれ
るので、根張りが良くなります。また水管理も
楽になり、軟弱地を乾きやすくするので刈取
作業がスムーズに行えます。

水田除草機
除草剤に頼らない水稲栽培での除草作業の
高能率化や省力化が図れます。また、除草剤
の使用量が削減でき、環境負荷軽減に貢献し
ます。

●苗立ちが安定してい
る。
●種子の保存性が低
い。
●土中に播種するため
倒伏に強い。

1 高精度自動覆土装置
（鉄コーティング専用機除く）2

溝切器標準装備3

新機能

種子の種類

コーティング資材
鉄粉＋焼石膏
＋（シリカゲル）

カルパー粉粒剤
（酸素発生剤）

900円程度 1500～3000円
（1～2倍重）

冷暗所で1年程度 冷蔵庫で1週間程度

表面播種 土中播種（10mm程度）

20日程度 7～10日

コーティング資材コスト
（種子3kgあたり）※

種子の保存期間

播種方法

苗立ちまでの日数

特　　長

鉄コーテイング
種子

カルパーコーテイング
種子

覆土板硬軟センサー

型式名 NP80DHT
エンジン種類 水冷4サイクル  3気筒立形ディーゼル
作業機 湛水直播種機SET
対応種子 カルパーコーティング種子、鉄コーティング種子
多目的ヒッチ 標準

多目的仕様（H型）

※井関農機試算値




